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評価単位問題 と実現原則・不均等原則
― 未実現損益 の認識をめ ぐって ―

佐 藤 誠 二

は じめ に

現行 ドイツ商法典 は第252条 1項 にお い て、評価 に関 わる一般的原則 を定 めて い る 。貸借対照
表同一性 (1号 )、 継続企業 (2号 )、 個別評価 (3号 )、 慎重性 、実現、不均等 (4号

)、

期 間限

定 (5号 )、 評価継続性 (6号 )の 諸原則がそれであるが 、 これ らの 諸原則 を商 法典 に法 典化す
ることによって 、主要 な正規 の簿記 の個別諸原則 ない し個別 の評価規定 の解釈 のための指導原則
が 、従来 の教科書 の構成要素 にかわって法律 の構成要素 となった とい われる①。
ただ し、一般的評価原則 を定 めた立法者 の意図 はあ くまで 、次 の明瞭化 の点 にある とい われて
いる

(2)。

(1)立 法者 は、正 規 の簿記 の諸原則 へ の帰属が論議 される若干の原則 に関 して 、法 の妥 当性 を明瞭

に した。
(2)立 法者 は、法典化 された諸原則 を用語 上 、確定 した。その こ とによ り、諸原則 を適用する場合、

それ らが 十分 に定義 されてい ない限 りには、展 開 された規制 に向けての法解釈 が命令 される。
諸原則 は法 の語意 に よ り解釈 され 、そ れが 明確 で ない と きには じめて 、意味関連が問題 となる。
(3)法 典化 によって 、立法者 は列挙

した諸原則 を正規の簿記 の諸原則 の全体 システムに 占める地位

を強調 した。立 法者 は正 規 の簿記 の諸原則 の全体 システム にお い て比較的高 い順位 を持 つ よ う
な諸原則 に高 め よ う とした。
ゼルヘ ル ト (FoW.Serchert)は 、 この点 に関連 して 、商法典第 252条 1項 に列挙 され る評価諸
原則 は、評価 の個別問題 に関 して、法典化 された正 規 の簿記 の諸原則 のかわ りに、法典化 され な
い (不 文 の )正 規 の簿記 の諸原則が関与す ることを除外するもので ない とい う。法典化 された 一

……177‑―

経済研究 1巻

3・

4号

般的評価原則 は規制領域 をそ の都度、限定す る ものであ って 、法典化 されない正規 の簿記 の諸 原
則 による規制 の余地 を与 えてい る。第252条 に規定 される評価原則 は、第243条 1項 に掲げ る一 般
法 としての正 規 の簿記 の諸原則 との関係 では、特別法 としての性格 を有する もので ない。 ここで

は「特別法 は一般法を廃す (lex specialis derogat legi generali)」 の規制 は妥当 しないのであっ
て、明確化の 目的での正規の簿記の諸原則の選択が専 ら問題 になっているにす ぎない とい うので
ある(0。
上のゼルヘル トの立言 にみられるように、確 かに、商法典第252条 1項 に列挙 される一般的評
価原則 は、従来、法 と学説 によって一般的妥当性の認められてきた正規 の簿記 の諸原則を法典化
し法的妥当性を強調 したものである。しか し、法典化 は、 レフソン (U.Leffson)も 述べ るよ う
に既存の法状況

(簿 記 と年度決算書 に関す る法規定 と正規の簿記の諸原則 との関係 )を

変化 させ

るものでないのであって0、 依然 として、不確定法概念 に対す る解釈問題が提起 されて い るとい
えよう。
さて、本稿で取 り上げる「評価単位 (Bewertungseinheit)」 の概念 は、こうした一般的評価規
定の解釈をめ ぐって最近、活発 に論議される評価概念である。周知のように、 ドイツにおける商
法会計制度の特質は、債権者保護 と資本維持 を重視 して、個別評価原則 、慎重性原則、実現原則、
不均等原則 といった保守主義的利益確定規準 に基礎づ けられている点 にある。しか し、近年にお
いて、質量 ともに拡大化 した外貨建取引 と金融派生商品取引の進展 は、財産対象物 と負債 の評価
単位範囲の決定 とそ こにおける未実現損益の認識 に関連 して、 と りわけ個別評価原則 と実現原則
の解釈 の見直 しや、そ こにおける一般規準 としての正規の簿記の諸原則 の関連づけを求めている。
そ こで、本稿では、主としてヴィー ドマン (HoWiedmann)の 論攻 に依拠 して、「評価単位」概
念を中心 とした個別的な評価原則への解釈見直 し論を整理 し、新金融商品 をめ ぐる今 日的な評価
課題 の意味するところを検討 してみたい。

I。

評価単位 と一般的評価原則 との関係

評価単位その ものについては、商法典 において、何等、認識 し得ないけれど、近年、急速且 つ
活発 に論議される概念である。この評価単位の概念に関する議論にとって関心あるのは、異な る
独立 した財産対象物 と負債が疑 いなく存在す るにもかかわらず、一定の複合体がその個 々の構成
要素別 にではな く、単一体 として貸借対照表 に計上されるか、もしくは評価 されるとい う事例 で
ある。そ して、こうした「評価単位」の概念 と結びつ く問題領域 に対 して、この間、評価単位 の
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なかで未実現 の損失 と利益 を相殺す る とい う「 相殺 的評価 (kompensatorische Bewertung)」
なる概 念 も提起 されて い る。また、
「相殺的評価」 との関連 では、ヘ ッジ ロ的 のいわ ゆる金融 派
生商 品 (derivative Finanzinstrument)の 開発 と投入 を背景 として 、貸借対照 表 に記載 され る
取 引 だ け で な く、貸借 対 照表 にあ らわれ な い取 引 (い わゆ る オ フバ ラ ンス 取 引 o

b̈alance¨

Geschafte)が 、多 くの対象 となってい る。 この取引 では基礎取引 とヘ ッジ ロ的の 補償取 引 を一
体 の もの とみ な して 、そ こでの損失期待 を利益期待 と相殺す ることによ り、一定の前提 の もとで、
損失表示が行 われることは ない。従 って、 この関連 での問題解決に とって重要 なのは、個別評価
原則 とい うよ りは、む しろ実現原則 と不均等原則である0。
ヴイー ドマ ンの上 の説明 によるまで もな く、評価単位の形成問題は、財産対象物 と負債 の個別
評価問題だけでな く、損益 の認識原則 に深 く関 わつてい る。 この場合、と くに重要なのは慎重性
原則 、さらにそれを支 える実現原則 と不均等原則 とい うこ とが 出来 る。
商法典 は第252条 1項 4号 にお いて慎重性原則 を次の よ うに規定 して い る。
「評価 は慎重 に行 われ なければならない。す なわち、決算 日までに発 生 した予見可 能な リス ク
と損失 はすべ て、それ らが 決算 日 と貸借対照表作成 日の間には じめて認識 し得 た と して も計上 さ
れな けれ ば ならない。利益 はそれが決算 日にお いて実現 してい ると きにのみ計上 しなけれ ば な ら
ない。
」

・

この規定 の要点 は、決算 日までに発生 し、作成 日までに知 り得た、すべ ての予見可能な リス ク
と損失が計上 される一 方 で 、決算 日まで の実現収益のみが計上 されるにす ぎない (実 現原則 )と
い う不均等 な取 り扱 いで ある。従 って、 この規定 にお いては、未実現損失は計上 しうるが 、未

実

現収益 は計上 しえない とい う保守主義的な原則が基礎 づ け られて い る。
この点、ヴ ィー ドマ ンは 、第252条 1項 4号 に規準化 された慎重性原則 は 実現 時点 までの
不均
等 な評価 を定式化 した (不 均等原則 )も のであ り、その時点 まで 、価値増額 の計上 を禁 じて い る
とい う。かれによれば、慎重性原則 の表現 と しての実現原則 は、利益 と売上高 を結 びつ け、そ の
ことを通 じて収益 と費用 の期間適合的表示 を規制す る。その為 、実現原則 は積極側計上 と消極 側
計上 の原則 で もある。すなわち、実現原則 を指向 した期 間適合的利益 算定原則 の場合、期 間費用
は、当該会 計期間 の (期 間収益 として把握 される)売 上 高 に対応 させねば ならない支出額である。
この期間適合的利益算定 の原則 は、支出繰延 =積 極側計上 と支出見越 =消 極側計上 を要請す る
。
従 って 、実現原則 の作用 は消極側計上 を理 由づ ける こ とにあるが、引当金 の設定 に関 して 、不均
等原則 に対 してよ り限定的 に作用す るとい うのである0。
もちろん、年度決算書 にお いて記載 される財産対象物 と負債 を評価 につい ては、原則的には、
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上のような商法典第252条 1項 の一般的評価原則が考慮 されなければならない。 これ らの原則か
らの離脱を法 は根拠を持つ例外事例においてのみ許 しているにす ぎない。
商法典第252条 2項 は、この例外規定を以下のように定めている。
「根拠ある例外事例においてのみ、 1項 の諸原則からの離反が許される。
」
ゼルヘル トによると、この場合の「根拠ある例外事例」 とは、それが常 に繰 り返す ことので き
ないこと、
通常の ものではないことを意味 し、あ くまで特殊例 (Besonderheit)に す ぎない とい
う0。 フレー リックス (W.FreeHcks)も 同様 に、それ は極 めて重 要な特殊事例 にお け る状況 を
意味するのであって、例 えば、個別 に評価す ることができないか、その状態をもはや作 り出す こ
とがで きない場合、多数の財産対象物の一括評価を行 うことができると述べている0。 従 つて 、
金融派生商品などの取引の場合、包括的な評価単位の形成による未実現利益の認識 とそれに基づ
く未実現損益の相殺計算

(個 別評価原則及び慎重性原則 とそれをささえる実現原則

0不 均等原則

からの離脱 )は 、この第252条 2項 の例外事例 として法的に許容されることになる。 しか し、プ
ラール/ナ ウマ ン (R.Prah1/T.KoNaumann)に よれば、金融商品取引 にお け る実際 の企業実務
では、この第252条 2項 の例外事例の適用をもって しても、包括的な評価単位 の設定 の事態 は打
開 しえず、納得 しうる解答を生み出すためには正規の簿記の諸原則 を指向 しなければならない と
い う0。 また、ヴィー ドマンにおいて も、企業の実務、と りわけ銀行実務 にお いて 、個 々の貸借
対照表ポジションのリスク保証 は反対方向の リスク相殺的取引をもって担保 されるが、かかる実
務 は例外事例ではなく通常の ものとなってお り、その点からしても、第252条 2項 の適用 は少 な
からず問題を有 していると見 られている。従 つて、評価単位の形成 にとつての課題 は、評価が商
法典第252条 1項 の諸原則お よびにその他の正規の簿記の諸原則 と合致する よ うに公 式化 されね
ばならない点にある とい う¨ それでは、この点に関 して、どのような議論が進行 しているのか。
)。

い くつかの事例をもって検討 してみよう。

I口

評価単位の具体的問題領域

1。

未決取引からの偶発損失引当金

「引当金 は、不確定債務 に対 して、且つ、未決取引から発 生のお
商法典第249条 1項 1文 では、
それのある損失 に対 して設定 されなければならない。
」 と規定 してい る。 ここで 、「未決取引
(schwebende Geschafte)」

とは、商人が契約を締結 し、その契約が契約者双方 によつて未履行

の状態 の取引 をい う。この未決取引その ものに貸借対照表能力 はないが、同一取引からの給付 と
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反対給付 の相殺計算 を前提 に、反対給付 の価値が給付 の価値 を上回ると き、つ ま り債務超過が生
ず る場合 には、商法典第249条 1項 1文 に応 じて 、未決取引 か ら発 生 す るお それ の あ る損 失 に対
す る引当金 (偶 発損失引当金 )を 形成 しなけれ ば ならない。そ の金額 は、一般的見解 によれ ば給
付価値 を上 回る反対 給付額 となってお り、かかる支 配的な会計実務 を前提 として 、商法典では、
未決取 引か らの偶発損失引当金 に対 して 、経済的一体性 の観点か ら個別評価原則が合理づ けられ、
相殺計 算 による差額 とい う形態 での計上が義務 づ け られて い る。

しか し、ここでい う「未決取引」 に対 して、評価単位の設定をいかなる場合に許容す るのか と
い う点 に関 して、何等、一般的に妥当する規準 は存在 しない といわれる マイヤー・ ェ
。
ヴ ゲリン
(EoMaier‐ Wegelin)に

よると、一定の包括すべ き取引 (評 価単位 )の 経済的損益を残高計算する

ことは、そうしなければ財産・財務 。収益状態が適切には描写 されないために、そ こに に
常 明確
な利害が存在 しているとい う。しかも、かかる利害問題は、事業活動の国際化によって益 々、重
要性 を帯 びて きている先物取引、オプション取引、外国為替取引、利子保証取引、そ してい わゆ
る金融派生商品の場合に明確 であ り、これらの場合、評価単位に包括 されるべ き取引は、リス ク
相殺 を目的 とした意図 (補 償意図)を 切 り放せるか否かが問われているとい う。評価単位の形成
にとっては、当該の取引が補償均衡的に対置することは要請され得ない。内的関連が
与えられれ
ば、契約当事者、期限、契約の範囲 (数 量 と金額 )は 同一である必要はな く、契約
対象物

(通 貨、

有価証券、商品)の 種類について も、全体 リス クの補償 とい ういみでの交換可能性で満足 される
とい うのがマ イヤー・ ヴェグリンの主張であるい
)。

他方、未決取引からの偶発損失引当金には、評価単位 と実現原則に関連 して、別に問題 も提起
される。すなわち、ヴィー ドマンの例示す る、残高計算す る場合、第三者、例えば保証人 もしく
は 自前の納入業者 に対 して、既存の請求 もまた考慮 しうるか否 かとい う問題である
。連邦財政裁
判所は、1993年 2月

17日

付 の新 しい判決において、保証給付引当金に関 して、既存の償還請求権

を引当金 に限定的に考慮することに同意 している。さらに、損失をもたらす未決取引の
外部で生
ずる正 の成果貢献額 (未 実現利益 )が 引当金を形成す る場合に考慮され うるのか否か ととい う問
題 も存在する。 しか し、文献においては、将来獲得 され うる利益 の考慮が実現原則に違反するた
め、広範に否定されているとい うω 従 って、ここでは依然 と して実現原則 、不均等原則が
保持
い
い
されて ると って よぃ。
)。

と もあれ 、商法典第249条 1項 1文 によって、計上 の義務 づ けられる未決 取 引 か らの
偶 発損 失
引当金 につい て 、評価単位の設定 の可能性や実現原則 との関連性 をめ ぐって 、新たな問題が提起
されて い るのが現状 で ある。そ して 、その問題 は 、次 に取 り上 げる未決取引を含 んだ外貨建取
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と金融 商品取引 とい うの現代取引 の典型形態 にお いて具体的 に現れるもの となってい る。

2.外 貨建取引 の会計処理
さて、外貨建取引 の場合、そ こに結合す るリス クは、まった く反対方向の取引 を締結す る こ と
によ り補償 される。例 えば、貸借対照表作成者 が、外貨建支払債権 に相 当す る金額 をそ の満期 時
に、現在 の先物買 い相場 で売却 した り、逆 に、外貨建支払負債 に相当す る金 額 を満期時に先物 売
り相場 で購入す る。そ の結果、外貨建支払債権 もしくは外貨建支払負債 か ら生ずる外貨 リスクは、
債権 か ら派生 す る外貨建支払再販売 について 、 もしくは債務 の履行 に必要 な外 貨支払 の流出につ
いて補償 されるため回避 される ことに なる。同様 の効果 は、為替 オプシ ヨン、金融 ヘ ッジ もし く
は為替相場保証 の締結 によ り達成 される。特 に、銀行 の場合、それ以外 に、ス ワップ取引、直物
●
0、
とい われる。
取引 (Kassageschaft)と 先物取引 (Terrningeschaft)と の結合取引が存在 す る
ところで 、上の よ うな取引 のすべ てにお いて 、取引 の各 々 を個別評価原則 に基 づ き個 別 に考察
す る とす れば、そ の都度 の リス ク付帯 の項 目につ き、偶発損失引当金 を計上す るか、あるい は減
額記 入が行 われるか の どち らかであるが、他方 で 、成果期待 の補償 目的 の取引 につい ては実現 原
則 によつて考慮 される ことは ない。 しか し、ヴイー ドマ ンによると、 こ う した処理法 は、事 象 の
頻繁性

(と

りわけ銀行 の場合 )の 観点 か ら、引当金規模がその ことによつて益 々、肥大化 して し

まうだろ うために、今 日、広範 に不十分 なもの とみなされてい るとい う。そ の場合、必要 とされ
。
る引当金設定額 は、貸借対照表 が商法典第264条 2項 の要請す る会社 の財 産 。財務 収益状 態 の
適切 な洞察 を示 さず、む しろ、補償 目的で反対方向の取引が締結 される結果、表向 きは発 生 す る
ことの予想 される一連 の損失 が全 く発 生 しない ことが考慮 されないため 、 リス ク負担 が強調 され
過 ぎる ことになる。 さらに、補償取引 (Sicherungsgeschafte)を 締結す る者 は 、そ れ を行 わ な
い者 よ りも常 により悪 化 した損益 を表示 しなけれ ばな らな くなる。 とい うのは、補償取引が存在
す る場合 、相場変動 は絶 えず、偶発損 失 を導 くが、補償取引が存在 しない場合、相場 が貸借対 照
表作成者 にとつて都合 の悪 い方向 に変動 しない限 りには、偶発損失 は表示 されないか らである。
しか し、 この ことは実質的諸関係 に合致す る もので ない とい うので ある

)。

経済 監査士協会 はこうした背景 の なかで二つの意見書 を公開 した。
1975年 に、銀行専 門委員会

(BFA)は 、信用機関の領域 に関 して 、専門意見書 「信用機 関 の 外

国為替取引 の会計 と監査 (Bilanziemng und Prttung der Divisengeschafte der Kreditinsti‐
tute)」 (0を

公表 した。 この専 門意見書 の内容 の要点 は、各外貨 の積極側 ポジシ 当ンお よび消極 側

ポジシ ョンは貸借対照表 日の直物 中間相場 (Kassamittelkurs)で 評価 され る とい う もので あ つ
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の。
たが 、詳細 には次 の評価原則 を含む もの といわれる。
(1)す べ ての貸借対照表項 目は、そ の発生 の時点 に関 わ りな く、貸借

対照表決算 日の 直物相場 で

評価 される。
(2)す べ ての先物取引 は、先物取引 の残余流通期間に対す る貸借対照

表 日の直物 中間相場で評価

される。
(3)そ れ とは異 な り、金額 と満期 日にお いて一 致 した貸借対照

表 ポジシ ョンと先物取引 とは一体

と して包括 され 、損益 中立的に処理 される。先物取引 か らの値下が り

(Deport)と 値上が り

(Report)は 期 間配分 して利子損益のなかで差引計算 される。
(4)上

の 1及 び 2に 基づ く評価 の場合、評価利益がオープンなポジションから生

ず る限 りには、

それは除去されなければならない。その場合、年度分類が考慮されねばならない
。
(5)先 物評価からの評価結果は、利益が損失 よ りも前 に発生

する限 りにおいて、同一通貨内で年

度毎に相殺 され うる。
ドイツ経済監査士協会の銀行専門委員会は1975年 の意見書によって、外国為
替取引 (De宙 sen‐

geschaie)の 評価を市場要請に適合させるために、多様な
観点から新機軸 を求 めた。外 国為替
先物取引に対する実現原則 の独立 した定義を態度決定 したものではなかったとはいえ
、クローズ
ドなポジションの場合には、利益 と損失の相殺計算を許容する ものとした
。また、統一的取引な
る概念について も、評価単位を形成する貸借対照表ポジション間の
特別な関係は前提 とせず に、
通貨毎の直物ポジション、通貨及び年度毎の先物ポジションは統一的取引
(評 価単位 )と してみ
なされると提示 した。この文脈 のなかで、未実現利益 と未実現損失の相殺が実
施 しうるものとし、
通貨及び年度毎の未実現損失が未実現利益を上 回る限 りにおいてのみ引当金の
設定を義務づ けた
とぃ ぅ

(17)。

他方、経済監査士協会 は、信用機関以外 の業種について も、1984年 に主要専門
委員会の手によっ
て「年度決算書 及 び コ ンッェル ン決算書 にお ける外貨換算 に関 して

(Zur Wahrungsum‐

rechnung im Jahres‐ und Konzemabschlu3)」

とい う草案を、1986年 にはその修正草案 を公 表

°
した゛
。 この草案では、同一通貨内での積極側項 目と消極側項 目から構成されるクローズ ドなポ
ジションの広範な形成が可能であると し、
「相場変動 リスクは、通貨内部 で請求 と義務が金 額的
に相殺 されない (未 決取引を含む補償能力ある積極側項 目および消極側 目からのクロー
ズ ドな
項
為替ポジション)限 りにおいて、基本的には存在 しない」 と した。また、評価単位の
部分 として
見込まれる積極側 は一定の項 目に対する補償取引として適当か否かがその都度、吟
味されなけれ
ばならない と して、草案は次のように言及する。
「未決取引からの請求お よび義務 を含 む積極側
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項 目お よび消極側項 目は補償能力 を有す る。固定資産 たる対象物 (例 えば、土地、資本参加 、株
式 )は 、かかる項 目の場合、通貨相場利益お よび通貨相場損失 を一 定 の時点 に支払事象 を通 じて
」 ただ し、主要専 門委員会 は 、 この 草 案
相殺 させ る保証 を欠 いて い るために、補償能力 は ない。
にお い て 、信用機関以外 の業種 については、銀行専門委員会 の い う貸借対照表 ポジシ ヨンと先物
ポジシ ョンとの分離や年度分類 とい う方法 を採用せ ず、従 つて 、期間同一性 は、積極側項 目と消
。
い
極側項 目との期 間相違 が解消 されない限 り、要請 して い ない とい う 。
ところで 、ヴ イー ドマ ンによると、上 にみた経済監査士協会 の1975年 の意見書 は文献 上 、多様
に合意 を得て い る とい う。例 えば、ヴェンネ (J.Benne)は 異 なる外 貨建取 引 間 の経 済 的関連 は
クローズ ドなポジ シ ヨンの形成 の前提 ではない ことを主張 し、同様にア ドラー/デ ユ リング/シ ュ
マル ツ (HoAdler/W.DuHng/KoSchmaltz)等 によつて クローズ ドなポ ジシ ヨンに属す る取 引 の
金額上 の一 致や満期 日の 同一性 の非前提性 も主張 された。 しか し、満期 日の観点 では 、個別事 例
での期 限不 一 致 は貸借対照表作成者 が解消す る ことが要請 された とい う。例 えば、外貨建 の異 な
る満期 日を伴 う債権 と義務 とが存在す る場合、そ こか ら生ず る貸越 金 は外貨 で保持 されね ばなら
ない とい う。 また、包括的取引 の疑 いの ない対応関係 は貸借対照表作成者 が記録義務 を負 うこ と
で十分 であるとされた し、さらに、借越金 は、 クローズ ドなポジ シ ヨンない し評価単位 を示す取
引 とが 、対応関係 を有 さな くとも良 い ために、一般的評価基準 に従 つて処理 されなけれ ばな らな
いこ とが主張 された とい う(り 。
これに対 して 、文献 にお いて 、信用機関以外 の業種 に対 して公 開され た1984年 草案 については、
オー プ ンない しクローズ ドなポジ シ ヨンの全 体的考察 のみ に終始 し、補償 された個別取引 の会計
処理 については棚 上 げ した点が批判 にさらされた とい う。例えば、クローズ ドなポジ シ ヨンに対
する会計処理 に関 して、グ ロー (MoGroh)に よつて 、異議 が唱 えられ た 。 グ ロー に よれ ば 、通
貨 での債権 と義務 の金額上 だけの相殺 は、為替相場 リス クを除外 してお らず、評価単位 のみが 形
成 されて は ならない。む しろ、貸借対照表 日の時点 で存在 する相殺が将来 もまた持続 されねばな
らず 、そ の結果、補償取引 による リス ク相殺 の可能性が与 えられるだけで な く、堅実 に反対方 向
の利益展開 も得 られるのだ とい う。 ただ し、若干 の学者 たちは、経済監査士協会 が必要 とみな し
0)。
た、評価単位 を形成す る取引間の密接 な経済的関係 を要請 した ともい う

ともあれ 、経済 監査士協会 の取 り組 み とそれへ の学会 の評価 は、以上 の よ うな経過 をみせたが、
ヴィー ドマ ンは、経済監査 士協会 の専 門意見書 によつて、総 じて、一般的な合意 に通 じる評価単
位設定へ の基礎が生み出 された とい う。評価単位内部 での利益 と損失 との相殺計算 もしくは評価
単位 の成果中立的処理 は実現原則 を引当金 を制限す る方向へ と働 かせた とみるのである。
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そ して、こうした状況は新たな展開を見せた。1990年 11月 30日 付 の銀行貸借対照表指令 法 の成
立 と、それを組み入れた商法典第三篇第 4章 における「信用機関に関する補完規定」の新設 は、
外貨建取引 と未決取引たる先物取引に関 して新規定を発効させた。
その内容はヴィー ドマンによって、次のように纏められることがで きる。
すなわち、商法典第340h条 1項 によれば、固定資産でないが外貨建である財産対象物 と負債は
、
取得相場 (Anschaffungskurs)で なく、貸借対照表 日での直物相場で ドイッマル クに換算 され
なければならならず 、未清算の先物取引は貸借対照表日の先物相場で換算 されねばならない
。さ
らに、商法典第340h条 2項 2文 は、通貨換算から生 じる収益 は、財産対象物、負
債 もしくは先物
取引に対 して「特別の補償 (besOndere Deckung)」 が存在する限 り、損益計算書 に認識 されね
ばならない、 と規定する。未実現利益のこの種 の認識 は、評価単位の枠内での
み可能であるため、
これによって、上のような場合は、評価単位の形成が義務づけられることに
なるとい う。
「特別」
の補償がな く、
「一時的」補償 の存在する財産対象物、負債 もしくは先物取引に関 しては、第
340h条 2項 3文 が、一般規準 に従 い貸借対照表 に計上されるか、もし は
く 通貨換算から生 じた金

額を計上する、つ まり評価単位が形成されるか、 どちらかの選択権が付与 されるとい
う。なお、
ここで「特別 な補 償」 とい う場合、補 填 されるべ き取引に してク ローズ
関
ドな状 態 にされるか 、
さもなければ この取引 と特別 な関係が存在する補償取 引が理解 されてい るとい

うα

)。

こ う して 、新商法典 は、
「特別 な補 償」 とい う前提 の もとに

、包括 的評価 単位 の 形成 と未 実現

利益の認識 を法 の下で明確 に許容す る新規定 を発効 させ るに至 ったので ある
。

3.新 金融 商品の会計処理
金融 革新 (FinanzinnovatOn)の 増大 をもって 、個別評価 原則並 びに
実現原則 と緊密 に 関 わ り
合 う評価問題が新 たに発生 して い る。 この極めて台頭 して きた金融

革新 は、信用機関 の場合、国

際取 引 の一 層 の進展 、市場 の グ ローバ ル化、市場相場 の上昇、価格 リス クの
増大 を通 じて特徴 づ
け られてい る。かかる金融革新 の場合、 と りわ け問題 とな って い るのが
補償 目的に利用 される、
フ オワー ド、 フューチ ャー、ォプシ ョンお よびス ヮップの金融
派生取 引 で ある。 これ らの金 融 革
新 を伴 う取引量は急激 に増大 して い るが 、それ らのほ ととんは貸借対照 に
表 直接 、表示 されな い
オフバ ラ ンス項 目で ある。 ドイッ機 関の場合、 この オフバ ラ ンス
取引金額は、貸借対照表総額 の
4倍 に拡大 してお り、例 えば 、 ドィッ銀行 の場合、1993年 12月 31日
時点 の オ フバ ラ ンス 金 額 は コ
ンッェル ン貸借対照 表総額 の約 2.4倍 に も達 して い る とい い
う
勿論 、 かか る金 融 商 品市場 にお
いて 、銀行は商取引者 ない し「最終利用者 (end̲user)」 と
して存在 し、 ほ とん どす べ て の 宛先
)。
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は需要者 であ り商取引者 で あ る企業 のため 、信 用機関のみに対 して、評価問題 を独立 して論 じ得
ない点 は注意 を要す る。
さて、ヴイー ドマ ンは、金融市場 の 国際化 に伴 い、国際的慣行 に合致 した成果表示 が求め られ
る と し、 こ こで は評価単位 を構 築 す る こ とに よつて、 国際 的慣 行 た る ヘ ッジ会 計 (Hedge‐

Accounting)の 成果 と、商法典 の規定、 と くに実現原則 との調和 が な され る必 要 が迫 られて い
●
るが、 ドイツでは明確 な規制 はこれ までの ところ、存在 してい ない とい う

)。

しか し、ヴイー ドマンによれば、金融派生商品の場合、外貨建取引の場合 と比較 しうる傾向が
存在 し、市場価格 リスクもしくは利子変動 リスクは、例えばオプシ ヨンもしくは先物取引

(い

わ

ゆる、フューチャー)と いった補償取引の締結 によって対処 されるべ きだとい う。 しかも、外貨
0財 務 。収
建取引の場合 と同様 に、ここで も補償取引 を考慮 しない リスクの見積が、企業 の財産
益状態 の適切な模写 を導 くのかどうかが問題 となってお り、かかる取引の場合 にもまた、相場 リ
スクもしくは利子 リスクを補償す る取引が一般的貸借対照表作成規準 を遵守 した場合、相場の変
。
動 もしくは利子影響 を会計上の損失 に含 むような事象が考慮されなければならないのだという
)。

Hedge)、 ヘ ッジ会計 の よ り進 んだ方法 たるマ ク
ただし、この場合、 ミクロ 。ヘ ッジ (MikЮ ‐

ロ 0ヘ ッジ (Makro‐ Hedge)、 あるいはポー トフォリオ・ アプ ローチ

(Portfolio― Ansatz)と

の

間には区別が行われなければならない。ミクロ 。ヘツジの場合、個別のリスク付帯的ポジシヨン
は一定 の補償取引 によつて補償 され、マ ク ロ 。ヘ ッジの場合 は、一 連 の リス ク付帯的 ポジシ ヨン
か ら生 ず る全 体 リス クが、将来 の価格変動 と利子変動 を考慮 して、包括的補償措置 によつて相殺
される。さ らに、ポー トフォリオ・ アプ ローチでは、マ ク ロ単位 の全体が唯一の評価対象 とみ な
0ヘ ッ
される。発展史的 にみれば、 リス ク補償取引 は、実務 にお いて ミクロ・ ヘ ツジか らマ クロ
ジに、そ して さらにポ ー トフオリオ・ アプ ローチヘ と変化 して きてお り、評価単位 の設定 もそ の
問題 内容が異 なる もの となってい る。
ミクロ・ヘ ッジの場合、今 日、擁護 される見解 によると、複数 の取引 の包括 は原則的 に可能 と
い われる。 この場合、評価単位 の設定 は外貨建取引 と同様 に、貸借対照表作成者 が記録 しなけ れ
ばな らない個 々の取引相互 の対応関係 が前提 となって い る。その他、基礎取引 (Grundgeschaft)
と補償取引 (Sicherungsgeschaft)と は相場 関係 に基 づ き現実 にリス ク補填が生 じなけれ ばな ら
ない。 ここで も、補償 のための取引がそ の都度対 応す る貸借対照表 ポジシ ヨンに適合 して い るの
か否 かが結局、監査 されね ばならないが、取引 の金額上 の一致 は、満期 日の 同一性 と同 じく、必
い
要 とはみ なされない とい う

)。

この点、経済 監査士協会 の銀行専 門委員会 は、1993年 2月 の意見書「金融先物取引 とフ オワ ー
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ド・ レ ー ト契約 の 会 計 と監 査 (Bllanzierung und Prufung von Financial Futures und

Forward Rate Agreement)」 にお いて 、一定 の貸借対照表項 目を補償する先 物取 引 とフ ォワ ー
ド・ レー ト契約 に関 して 、基礎取引 と補 償取 引 との一 体性 (Zusammengehё rigkeit)が 明確 で
あ り記録 され 、なおかつ補償取引が基礎取引に対応す る リス クを基礎 づ けて い ると きには 、 と も
に評価単位 を形成す る こ とを前提 に した。

)。

しか し、ヴィー ドマ ンは、かかる ミク ロ 。ヘ ッジが、

そ の根拠 を結局 の ところ、実現原則の引当金限定的効果 にお い てい るために、信用機 関 の場合 の
商業活動 の規模 と変化 に適合す る もので は ない とい う。信用機関の商業活動 の規模 を
考慮する と
き、補 償 を行 う取引 の多様性 の観点か ら、個別商品関連的保 証 は反対方向の取引 との相対的結
(ミ

ク ロ・ヘ ッジ )で は通常満足 しえ ない。従 って、実務 にお いては、補償 商 品 の

合

帰属 にお い て

多 くの弾力性 へ の要請が存在 して い る とい うので あるの

)。

これに対 して、マ クロ 。ヘ ッジの場合、一定 の取引 の リス ク相殺 は ポ ー
トフォリオのすべ て
、
の ポジシ ョンにつ き成果的な効果 を包括す る価 値構成要素 によって
代替 されるとい

う。ここでは、

相対 の反対方 向 の取引 では な く、同一の リス クに さらされる製品群 の全体在高が、
評価単位 と し
て適用 される。価値上の相殺 は、個 々の取引 の現在価値たる市場価値の
算定 とそれ らの相殺 によっ
0。
て行 われるこ とになる
従 って 、ヴィー ドマ ンによる と、 ミク ロ・ヘ ッジ をもって、基礎取引 と補償取引 とを
対応 させ
る、真性の もし くは物理的な評価単位 とみ なす ならば、マ クロ・ヘ ッジゃさらにポー
トフォリオ・
アプ ローチの場合 には、 どの程度 、 リスクが価 値的に、例 えば比

率的に補償 されるかが示 され る

という意味で、論理的もしくは擬制的な評価単位 (logische Oder宙 rtuelle Bewertungseinheit)
が問題になっている。そして、かかる方法の正当性はアメリカ会計基準や国際会
計基準ではなく、
むしろ、こうした金融商品に関わる取引者の国際的な慣行においてみられるのだとい ので
う
あ
る(m)。

Ⅲ .評 価 単位 形成 の 可 能性

以上みた ように、従来、評価単位 の形成に対 して一般的に妥当 し る
う 規準を確定 しようとする
試みが行われて きたが、それらの場合、大方 は、経済的に相互に関連 したリス
ク負担的貸借対照
。
表項 目と具体的 明確な利益機会が存在することを前提 としていた。従 って
、評価単位の形成 に
とつての前提を的確に規定するためには、未実現損失が、それが
未実現利益 と相殺 されることに
よつて見越 しされない ように、大抵は活用されることを考慮 されねば
ならない。 しか し、ヴィー
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ドマンは、このことが不均等原則を制限す るものとしてではな く、不均等原則 の経済的規範 目的
に合致 した唯一の解釈 としてみなす ことができる とい う。それは、実現原則が不均等原則 よ りも
より重要な重みをもって、将来負債 に対 して、消極側計上に限定的に作用す るためであ り、そ れ
。
によつて、評価単位 の形成 に基づ く貸借対照表が、その評価単位なしの場合 に比較 して、財産
財務・収益状態 を的確 に模写 しうることになるからである。結果 として、評価単位の一部 は未実
現損失 と同様 に確実な収益であるが、純粋 に投機的収益 とはならない。その限 りで、評価単位 に
。
対す る具体的でもしくは疑 いのない利益機会への要請は合意 されるとい う
)。

ヴイー ドマンの場合、上のような規準 に基づ けば、評価単位形成 にとつて次 のごとき許容前提
が与 えられる0)。
(1)諸 事象 を貸借対照表 において適切な処理で表現 しなければならない貸借対照表作成者 の意図 に

従 えば、包括 されるべ き貸借対照表ポジシ ヨンは、収益拘束的部分が リスク負担部分からの偶
発損失 を回避す るように、互いに制約 されねばならない。この場合、取引の分離表示 は、そ う
した意図で締結された補償取引を否定 し、補償取引 によリリスク補填を行 う貸借対照表作成者

にとつて、その種の補填措置をとらない貸借対照表作成者と同様の処理をおこなうときは別と
して、経済的にあまり明確 でない結果 を導 くことになる。リスクの一時的相殺 は原則 として十
分なものではない。
(2)リ

ス ク相殺に向け られる貸借対照表作成者の意図は、確 かに、相殺取引が偶発損失 をくい止め

る上で適切 ではない ときには破綻する。例 えば、ある通貨での外貨建取引 を別の通貨での反対
取引によつて補償する場合がそれに妥当す る。そ こでは損失の 自動的相殺 は生 じないために、
評価単位 の形成は排除 される。ただ し、補償取引としての取引の属性 は狭 く解釈されるべ きで
はない。外貨建取引や利子先物取引 に関 しては、金額の一致や満期 日の同一性 は要請 されず、
満期 日の観点では、補償 に必要な補填取引がお こなわれる余地 を貸借対照表作成者が有するか、
考慮す るかで十分である。
(3)評 価単位 の枠内で補償取引 として適合 しないのは、収益効果が不確定な状態 である。補償取 引

は、特別の事態が発生 しない限 り、貸借対照表作成者が収益を予定 しうるよう行 われなければ
な らない。従 つて、実現原則 からのこれ以上の離反は、 どのような場合 も、正当化 しえない。
その発生が少 なくとも相当程度 に担保 されない ような収益 の認識 は貸借対照表能力 はない。
いことは、評価単位 形

(4)基 礎取引 と補償取引 について、補償状況発生まで補償関係が解消できな

成にとつては必要でない。貸借対照表 日時点で、評価単位形成の前提が存在す る限 り、それで
十分である。
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(5)補 償 され るべ きポジシ ョンと補償取引の契約 当事者 の同一性 も同様 に必要 で ない。貸借対照 表

ポジシ ョンの補償 は、 しば しば、第三者 との補償取引 の締結 によってのみ行 われ 、それに よっ
て補償取引 の保証能力が少 な くなる ことは ないか らである。

こうして、ヴィー ドマンにあっては、評価単位の形成については相対的に厳格な前提が提起 さ
れる。それによ り、実現原則にも不均等原則にも通ずる事実が考慮 されるとい う。実現原則 と不
均等原則 とい う会計法における二つの中心原則の適用領域を限定することは、それらの保持が貸
借対照表の情報能力に対 して決定的意義を持つ場合に限って正 当化 しうるのであ り、それは、偶
発損失に対する特別の補償措置を貸借対照表作成者が講ずる場合に妥当 しうるが、しか し、それ
は一般的評価基準 に基づいて処理 されるのだとするのである●

)。

しか し、ヴィー ドマンが、外貨建取引と金融革新商品の領域においては、例外が認められねば
ならない としている点は注意を要する。かかる取引領域の商形態 と締結頻度の多様性 は、個 々の
取引相互を明確 に対応 させるのはほとんど不可能であるからである。 しか し、この領域における
信用機関の活動範囲は、評価単位の形成を要求する。 とい うのは、さもない と経済的諸関係が不
適切な計 り知れない引当金需要を発生するだろ うからだとい う。諸処の取引を評価単位に包括す
ることは、その限 りでマ クロ・ヘ ッジの場合、許容 しうるのであ り、それどころか、いわ
ゅるポー
トフォリオ・ アプローチ、すなわち全体マ クロ単位のアプローチを評価対象 として
容認 しなけれ
ばならな くなるだろ うとヴィー ドマンは述べ ている。制度化 されたリスク管理 とオープ ン
なポジ
ションの厳密な限定 によって商在高が継続的に補償されるならば、その場合、こ
うした新 しい ア
プローチは組織的規制を通 じて、個別の対応決定

(ミ

クロ 。ヘ ッジ)か ら置 き換わることがで き

るとい うのである。ただし、ヴィー ドマンは、かかる包括的な評価単位 の形成をも可

能にする信
用機関に対する特別規定が どの程度、一般的な正規の簿記の諸原則 と合致するかは尚、検討
され
ねばならない ともい うのである。
)。

か くして、ヴィー ドマンにあっては、評価単位の形成へ の要請は外貨建取引お よび金融
革新 と
い う特定の領域において緩和 されることになる。それは、個 々の
取引に関 して補償意図を証明す
ることは、そうした取引の範囲とい う視点からはまさ しく可能でないからである
。そ して、こ う
した取引範囲の膨大さはまさに、評価単位設定の断念 〜理性ある商人の判断に基づかない
損失引
当金の計上強制 〜とい う帰結で満足 し得 てはならない と結論づけるのであるい
)。
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むすびに

今 日、広 く国際的な取引 を大規模 に行 う企業 は、為替相場 と利子率 の変動 か ら生ず る大 きな リ
ス クを負 っている。そ して、かか るリス クを回避する補償手段 として 、企業は、ヘ ッジ効果 の あ
る金融取引 と先物取引

(フ

ューチ ヤー )、 オプシ ヨン、スワップといっ た金融 派 生 商 品 の 新取 引

を多様 に利用 して きて い る。 しか し、 これ らの補償 目的の新金融取引 は、契約時 には未履行 の 未
決取引 で あ り、貸借対照表能力 の存在 しない オフバ ラ ンス項 目である。現行 の ドイツ商法典では、
こ う した未決取引 については、そ こか ら生ずる偶発損失 についてのみ引当金 の設定 を義務づ けて
い る。 しか し、そ の場合 で も、未決取引 の評価単位 の範囲 をどの ように限定す るのか (基 礎取 引
と補償 目的 の金融取引 を一体 の もの とみなすか否か )と い う点 に関 して、未 だ、明確 な会計規準
は存在 してい ないのが現状 で あ る。 しか も、評価単位 の範囲決定 は、商法典 第 252条 1項 の一 般
的評価原則 との 関係 で も大 きな問題 を投 げかけてい る。第252条 1項 に掲 げ られ る個 別評価 原則
に基 づ けば 、かかる補償 目的の新金融取引 の場合、基礎取 引 と一体 となつた評価単位 は形成 され
ず、そ れ らの取引 は個別 に評価 されなけれ ばな らな くなる。 また、慎重性原則 とそれ を支 える不
均等原則 、実現 原則 によれば、未実現損失 のみの見越計上が義務 づ け られ、未実現利益 は認識 さ
「基礎取引 (な い し補償取 引 )
れ る ことは ない。従 つて 、 この一般的評価原則 の適用 の もとでは、
か らの負 の評価結果 は、損益作 用的 に引当金 も くは減額記 入 として把握 され、 これに対 して、補
い
償取引 (な い し基礎取引 )か らの正の評価結果 は考慮 される ことは な い 」 また 、 ドイツ商法
)。

「根拠ある例外事例」 にお いて一般的評価規定 の離脱 を認 めているが、
典 は、そ の第252条 2項 で 、
この規定 はあ くまで特殊 な例外 的事例 を想定 した ものであ つて 、企業実務、 と りわけ信用機 関 に
お いて 、一般的慣行 となつて いい る補償取引 (金 融取引 )に 必ず しも、適応 して い るもので もな
い。か くして 、現在 の ドイツでは、評価単位 の設定問題 を中心 として、個別評価原則や実現原則・
の
不均等原則 の解釈 の見直 しや、そ こにおける正規 の簿記 の諸原則 の位置づ け をめ ぐって 、多 く
議論 が繰 り返 されて い る。
この点、ヴ イー ドマ ンの論攻 は、現行商法典 の枠組 み の 中で 、実現 原則 、不均等 原則 とい う伝
統的な保守 主義的な利益確定規 範 を依然 として維持 しつつ も、外貨建取引、金融革新 による新金
融取引 とい う質量 ともに拡大化 した取引領域 に対 して、クローズ ドなポ ジシ ヨンの存在 を前提

と

して、基礎取引 と補償取引 との一体的 な評価単位 の形成 と未実現損益 の相殺計算 を論理 づ けた も
の とい えよう。 しか も、ヴ イー ドマ ンにあ つては、実現原則 の ゆるやかな (ヴ イー ドマ ンの 場合
は、相対的 に厳格 な )解 釈 による未実現利益 の認識 と評価単位内での未実現損失 との相殺計算 は、
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商法典第264条 2項 に基づ く「実質的諸関係に合致 した写像」の情報開示要 請 に応 える もの と捉
えられるのである。もとよ り、こうしたヴィー ドマンの主張には、商法典第340h条 における通貨
換算規定の新設が大 きな背景 になっている。周知のように、 ドイッでは、199o年 の「銀行貸借対
照表指令法」の成立によって、従来、信用制度法に存在 し、 ドイッの信用機関に対 して適用 され
て きた会計諸規定は、商法典第三篇第 4章 の「信用機関に関す る補完規定」に体系的に収容 され
ることになったが、そ こにおける商法典第340h条 の新規定は、外貨建の財産対象物、負債 び
及 先
物取引に対 して、
「特別の補償」 を前提 として、基礎取引 と補償取引 との一体化 した評価単位 の
形成 と通貨換算から生ずる未実現利益の認識を認めるに至っている。かかる一体的な評価単位 を
認める新規定 を拡大解釈 して、金融革新による新金融取引一般への適用を図った ものが、ヴィー
ドマンの主張 に他ならない。
しか し、問題 とすべ きは、ここでぃ う「特別の補償」の内容であろ う。ヴィー ドマンの
意図す
る「特別の補償」 とは、基礎取引と補償取引 との金額 。満期 日 0契 約当事者の 一 とい
同 性
う客観
的指標 を要件 とするものではない。むしろ、外貨建取引の場合、経済監査士協会の意見書 に
等 依
拠 して、基礎取引の リスクと補償取引 との記録された、貸借対照表作成者の意識上での
相対関係、
ロー
ズ ドなポジションが前提にされる。しかも、かかるクローズ ドなポジションは
ク
、補償 目的
の新金融取引の場合、国際的に実務慣行 となっているマクロ・ヘ ッジ
あるいはポー トフォリオ・
アプローチを媒介にして、よ り包括的な評価単位での対応関係へ と拡大解釈

される。ここでは、

多様な補償取引と基礎取引とのマ クロレベルの組み合わせを可能にする擬制ない し
論理上の評価
単位が形成され、未実現損益のおおがか りな相殺計算が容認される。こうしてみると
、ヴィー ド
マンの論政 も、い うところの「理性ある商人の判断に基づか い
な 」過大な損失引当金の計上を回
避 して、未実現損益 の相殺に基づ く経営業績表示、つ ま り「実質的諸関係に
合致 した写像の伝達」
を要請することに、その理論の本質的役割はない。むしろ、そ こでは
、包括的な評価単位 とい う
論理的・擬制的概念のなかで、多様な取引から生ずる未実現損失と未実現利益を
相殺 させ

、そに
よつて弾力的な損益操作を合理づ ける点にこそ理論の制度的課題が ったとみ
あ
なければならない。
また、そ こに今 日、新金融取引の進展 を前にして活発に論議される評価単位
問題 と実現原則・不
均等原則 の解釈見直 し論が内在的に もつ、実質的な意味内容をみてとることがで
きるといえよう。
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